
小学校低学年（1・2年）向け
著者

出版社
発行年

定価（税込）

いたずらおばけ 瀬田 貞二（再話）

和田 義三（絵）

福音館書店

2017年1月

972円 9784834083026　・　388

3日ずつのおくりもの レミ・クルジョン（作）

こだましおり（訳）

文溪堂

2016年12月

1,620円 9784799902004　・　953

ノボルくんとフラミンゴのつえ 昼田 弥子（作）

（絵本・こどものひろば）
高畠 純（絵）

童心社

2017年1月

1,404円 9784494015429　・　913

わたり鳥 鈴木 まもる（著）

童心社

2017年3月

1,620円 9784494010004　・　488

ホッキョクグマの赤ちゃん さえぐさ ひろこ（著）

（しりたいな!  どうぶつの赤ちゃん）
前川 貴行（写真）

新日本出版社

2017年3月

2,484円 9784406060769　・　489

（シリーズ名）

何千キロも離れた国からやってくるわたり鳥た
ち。地図も見ないで、生まれた所に帰って来ま
す。たくさんのわたり鳥が飛んでいる姿の絵を
見ていると、まるで鳥たちと一緒に空を飛んでい
るような気分になり、わくわくしてきます。

デジタル版　　すいせん図書　　第225回　平成29年7月

ひざが悪いおじいちゃんのつえを買いに行った
ノボルくんは、うっかりおさいふを落としてしまい
ます。すると、フラミンゴのおまわりさんが、つえ
のかわりに足を1本くれるのですが、腰の曲がっ
たオランウータンにつえを貸してくれと頼まれて
…

ISBN・NDC

内容・書評書名

ホッキョクぐまを知っていますか？ホッキョクぐま
は、地球の北の果て、雪と氷が広がり、冬には
マイナス40度にもなる、北極圏に暮らしていま
す。ホッキョクぐまの赤ちゃんが、一人前のくま
に成長していく様子がよく分かる写真絵本です。

いつもほがらかなおばあさんが、ある日、金貨
の詰まったつぼを拾います。豊かな生活を夢見
ながら金貨を引っ張って運んでいる内に、金貨
が鉄や石に変わってしまいます。そして、最後に
は…。おばあさんの反応に注目です。

ひいおじいさんからいろんなことを教わり成長し
ていく子うさぎのリトル。ある日、ホープじいさん
は、長生きするように願うのは、もうやめてくれと
リトルに伝えます。ホープじいさんの想いとは…
２人のつながりが独特な絵で描き出されます。

長野県図書館協会　小中学校図書館部会

★ すいせん図書　その１ ★

この図書は全国学校図書館協議会の速報版等を参考にして選定したものです。
このすいせん図書は長野県優良図書研究所であっせんしますので、ご利用ください。
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小学校中学年（3・4年）向け

著者
出版社
発行年

定価（税込）

サイアク！ 花田 鳩子（著）

（PHPとっておきのどうわ）
藤原 ヒロコ（絵）

PHP研究所

2017年2月

1,188円 9784569786292　・　913

けん玉道の師・藤原一生物語 おち まさ子（著）

「生きる力」は海をこえて

（ PHP心のノンフィクション）

PHP研究所

2016年12月

1,512円 9784569786100　・　798

四年ザシキワラシ組 こうだ ゆうこ（著）

（ジュニア文学館）
田中 六大（絵）

学研プラス

2016年11月

1,404円 9784052044779　・　913

オンネリとアンネリのふゆ クレンニエミ・マリヤッタ（著）

（世界傑作童話シリーズ）
カルマ・マイヤ（絵）

渡部 翠（訳）

福音館書店

2016年11月

1,728円 9784834081923　・　993

書名

苦しい幼少時代を乗り越え、童話作家として活
躍していた藤原一生が、39才で再びけん玉に出
会い、けん玉の普及・伝承活動に情熱を燃や
す。日本けん玉協会を設立し、けん玉の全国大
会を開催。さらに世界へと活動を広げて世界大
会の実現をめざす。

目立ちたくない、意見も言わないぼく「風太」。亡
くなったおばあちゃん家から古い本棚と一緒に
「ざしきわらし」もついてきた。風太が手を挙げ
た！風太がけんかした！風太が！ざしきわらし
のおかげで風太の人生、風太はどう変わってい
くのでしょう。

初めてのクラス替え。３年生のなつみは仲良し
のみきちゃんと別々のクラスになってしまい、思
わず「サイアク」とつぶやく。担任の先生もクラス
の友達もみんなかわってしまった新学期、なつ
みはこの不安な状況をどう乗り越えていくので
しょうか。

ページ数・規格・NDC

内容・書評

オンネリとアンネリの家に、家を探す小人の家
族がやってきた。小人の家族は新しい家がみつ
かるまでオンネリとアンネリの人形の家で暮ら
すことになる。ところがある日、小人の家族を見
せ物にしようとたくらむ家政婦がやってきて…。

（シリーズ名）
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小学校高学年（5・6年）向け

著者
出版社
発行年

定価（税込）

大林くんへの手紙 せいの あつこ（著）

（わたしたちの本棚）

PHP研究所

2017年3月

1,404円 9784569786513　・　913

ぼくとベルさん 友だちは発明王 フィリップ・ロイ（著）

（わたしたちの本棚） 櫛田 理絵（訳）

PHP研究所

2017年1月

1,512円 9784569786230　・　933

五七五の夏 万乃華 れん（著）

（文研じゅべにーる） 黒須 高嶺（絵）

文研出版

2016年9月

1,404円 9784580823051　・　913

不可能とは、可能性だ 笹井 恵里子（著）

パラリンピック金メダリスト
新田佳浩の挑戦

（ノンフィクション知られざる世界）

金の星社

2016年12月

1,512円 9784323060934　・　784

雨ふる本屋とうずまき天気 日向 理恵子（著）

吉田 尚令（絵）

童心社

2017年5月

1,512円 9784494020539　・　913

ページ数・規格・NDC（シリーズ名）

川柳好きが高じて特別授業をやりに来た八百屋
の両親。父ちゃんから出されたお題は、隣の席
の子の「手」を詠むことだった…。両親や自分、
農家の“かっちゃん”、そして気になる隣の女の
子。主人公・純平は、いろんな「手」を感じていき
ます。

とっても賢いけど、読み書きだけは苦手な少年
エディと、偉大な発明家ベルさんとの交流を描
いた物語。ベルさんの励ましで、苦手と向き合
い、得意を伸ばしていこうと努力し成長するエ
ディのひたむきな姿に、勇気をもらえる一冊。

書名 内容・書評

学校に来なくなった大林くんへの手紙を適当に
「作文」してしまったことを後悔する文香。大林く
んを思うクラスメイトとの関わりを通して、文香も
成長していきます。果たして大林くんの心は動く
のか。本当の優しさや友情とは何か、ヒントをく
れる一冊です。

三歳の時、左ひじから先を失いながらも、健常
者と同じように育てられ、バンクーバーパラリン
ピックで金メダルを獲得した新田選手。彼は、メ
ダルと同じくらい大切な宝物を二つ手に入れた
と語っている。その宝物とは…。

雨の降る日の図書館の奥のかべの先にある小
さな本屋『雨ふる本屋』恐ろしい絶滅かぜにか
かった店主のフルホン氏を救うため、主人公ル
ウ子たちは旅立ちます。どんな冒険が待ってい
るでしょうか。すてきなファンタジーの世界を楽し
める一冊です。
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中学生向け

著者
出版社
発行年

定価（税込）

僕は上手にしゃべれない 椎野 直弥（著）

（teens’ best selections）

ポプラ社

2017年2月

1,620円 9784591153239　・　913

折れない心で希望をつなぐ! 上坂 和美（著）

 iPS細胞を発見!  山中伸弥物語

（PHP心のノンフィクション）

PHP研究所

2017年1月

1,512円 9784569786193　・　289

あなたの一日が世界を変える くすのき しげのり（著）

古山 拓（絵）

花丘 ちぐさ（訳）

PHP研究所

2016年11月

1,620円 9784569786049　・　913

明日のひこうき雲 八束 澄子（著）

（ teens’ best selections）

ポプラ社

2017年4月

1,512円 9784591154298　・　913

カーネーション いとう みく（著）

（くもんの児童文学）
酒井 駒子（絵）

くもん出版

2017年5月

1,512円 9784774326900　・　913

ダニーの学校大革命 ラッシェル オスファテール（著）

（文研じゅべにーる） 風川 恭子（絵）

ダニエル遠藤 みのり（訳）

文研出版

2016年8月

1,512円 9784580822979　・　953

書名

（シリーズ名）

学校も先生も大嫌いのダニーはクラス委員選挙
に出るはめになってしまい、選ばれないために
「ぼくに票を入れないで」と演説するも、なんと満
票で当選してしまう。「自由とは何か」を読者に
問いかけ、フランスの国柄も味わえる学校ドラマ
です。

家に居場所のない中学1年の日和。母は５歳の
妹を溺愛するが、日和を嫌っているからだ。日
和は誰にもそのことを言えず日々傷つきながら
暮らすうち、思いもよらぬことがきっかけで事態
が動く。絶望しても誰かが手を把ってくれて立ち
上がる。

中学校入学式後の自己紹介を逃げ出した少
年。彼は吃音症という悩みを抱えていた。話す
ことから逃げ、殻に閉じこもっていた少年は、一
人の少女との出会いを機に自分を変えようと一
歩踏み出していく…。人の優しさ、温かさを感じ
られる作品。

内容・書評

14才の中学生、遊。学校では元気な人気者とし
て過ごしているが、母の病気や両親の不和に心
を痛めてもいる。そんな遊がサッカー部のキン
ちゃんに恋をして…。少しずつ自己を確立し自
立していこうとする遊。ファンモンの曲とともに送
る青春ストーリー。

iＰＳ細胞で有名な山中伸弥教授の、決して順風
満帆ではなかった今までと研究の成果が書か
れている。中学生にとってもこれからを考える上
でさまざまなことを感じとれると思われる。

ページ数・規格・NDC

あなたが、今日という一日をたいせつにし、より
よく生きること。そのメッセージを前半はある旅
人が語り、後半は旅人から話を聞いた青年が語
る。前半の抽象性が後半にきてより具体として
の意味を帯びてくる構成が読み手をひきつけ
る。
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著者
出版社
発行年

定価（税込）

宇宙の不思議 縣 秀彦（監修）

太陽系惑星から
銀河・宇宙人まで

（ジュニア学習ブックレット）

PHP研究所

2017年4月

648円 9784569786711　・　440

カバのこども ガブリエラ シュテープラー（著）

（サバンナを生きる）
たかはし ふみこ（訳）

徳間書店

2017年3月

1,944円 9784198643409　・　489

クマ大図鑑 小池 伸介（監修）

体のひみつから
人とのかかわりまで

（楽しい調べ学習シリーズ）

PHP研究所

2016年12月

3,240円 9784569786070　・　489

地球儀で探検！ 渡辺 一夫（著）

まわしながら新発見をしよう 小泉 武栄（監修）

（楽しい調べ学習シリーズ）

PHP研究所

2017年1月

3,240円 9784569786155　・　448

地球儀は、地図では同時に表せない面積、距
離、方角を正確に表せるため、国名だけでなく、
大きさや位置関係などを正しく知ることができま
す。地球儀の使い方、学習に生かす方法が紹
介されています。

（シリーズ名） ページ数・規格・NDC

★学習図書★

書名 内容・書評

クマの体のひみつから人とのかかわりについて
書かれている。人をおそうこともあるクマは、
キャラクターとしても人気がある。どんな生き物
か食べ物、生態、くまとのかかわりについて興
味を持って読むことができる。写真が効果的で
ある。

昼間は水辺でのんびり過ごし、夜は一晩中、何
キロも歩いて、草を食べ続けるカバ。ほとんどの
動物からおそれられ、天敵はいないといわれて
います。サバンナで暮らすカバの親子の姿を迫
力ある写真で紹介しています。

空のどこから宇宙なの？彗星はどこから来る
の？宇宙人はいるの？など、なぞがいっぱいの
宇宙に関する素朴な疑問に、写真や図解でわ
かりやすく答えてくれています。定価も安く、
ハードカバーではないので手に取りやすく読み
やすい一冊です。
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